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休 館 日

10:00～18:00　3F・6Fのみ開館

毎週火曜日（火曜日が祝日の場合、翌平日）

※2/12㊋・13㊌・3/19㊋は全フロア休館です。ご注意ください。

開館時間
（火曜日は3F・6Fのみ10:00～18:00開館）

10:00～22:00

１F・２Fは宮崎太陽銀行と飲食店。
3Fから上が「みやざきアートセンター」です。

橘通3丁目バス停の目の前。オレンジのラインが目印！

交通アクセス

[ 車  ] 宮崎自動車道宮崎ICより市街地方面へ10分
    宮崎空港から20分

[ J  R ] 宮崎駅下車、西口より徒歩15分
[バス] 宮崎交通橘通3丁目バス停下車すぐ 

 

YYパーク駐車場

メリージュ通り駐車場

ボンベルタ橘 山形屋

中央郵便局

橘通 3丁目バス停
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◆山形屋東側Ｙ・Ｙパーク（徒歩５分）

◇６階　屋上庭園・駐輪場
◇４階　ライブラリー
美術系の本はもちろん、映像系・絵本などのほか、
漫画本も900冊以上そろっています！

◇３階　キッズルーム・交流サロン・総合受付
キッズルームは、木製遊具や絵本が充実。授乳室も
あるので赤ちゃん連れでも安心｡
交流サロンは、アート系を中心に20種以上の雑誌が
揃っています。飲食が可能で、自動販売機も設置。
待ち合わせや、ちょっとした休憩にもご利用ください。

◆メリージュ通り駐車場（徒歩１分）

下記提携駐車場は３Ｆ受付に駐車券をご提示頂くと
３割引サービス券を発行いたします。

P.N.きじばと 8歳 P.N.りっちゃん 8歳 野﨑彩楽さん ７歳
 

清水りゅうせいさん７歳・るかさん5歳

串間絆さん 8歳 野﨑彩織さん 4歳 池田莉子さん 8歳 長谷川舞紅さん 11歳 山中隆平さん 11歳

日髙由唯さん 7歳

串間寧音さん 10歳

平田あいさん 6歳 P.N.けいちゃん 6歳 P.N.えいたくん 4歳 山﨑大夢さん 6歳 霧村莉央さん 8歳

お名前等未記入( ;’∀’)
ご連絡お待ちしてます！

P.N.さくらちゃんねる 7歳

坂本悠実さん  ５歳

P.N.ぼうずひとすじ 8歳

◆今年は当館が開館10周年という節目を迎えます。今後もさらにご利用いただける施設になるよう努めて参ります。◆『前号の<このほんよんでみて>の本を購
入しました！（徳永さん）』…との声をいただき、コーナー担当者は感激です。お貸出しはできませんが、交流サロン、キッズルーム、ライブラリーにも色々な本が
揃っていますので、是非ゆっくりとご覧ください。◆「長くつ下のピッピの世界展」ご来場の方から『小さい時見ていたので懐かしい』『力もちでたくましいピッピを
見て元気が出ました！』『リンドグレーンさんのことや言葉を多くの人に知ってほしい』などの声をいただきました。

★ キッズイラスト募集！

お子さま（小学校6年生までが対象）の描いたイラストを募集します。
◎チューリップのイラストをハガキに大きく描いてください。
◎クレヨンや太いペンのようなはっきり見やすく描ける画材がおすすめです。
宛名面に郵便番号、住所、電話番号、年齢、お子さまの氏名（掲載または
掲示時にペンネーム希望の方は、P.N.と書いて併記）を明記しご応募ください。

※お子さまの氏名（記載があればペンネーム）と年齢が公開されます。
※イラストの返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※イラストの向きに指定がある場合は、宛名面に分かるようご指示ください。
次号掲載された方には「金魚絵師 深堀隆介展」の招待券をプレゼントいたします。
すべての応募作品は当館3Fキッズルームに一定期間展示します（4月上旬～予定）。

★ プレゼントクイズ

イラスト＆クイズのご応募はコチラ
【宛先】880-0001   宮崎市橘通西3-3-27 3F

※ハガキの郵送には62円が必要です（2017年6月1日より料金改定）。
　旧料金のハガキや年賀ハガキ等でご応募される際は、不足分の切手を追加貼付ください。

　　　　みやざきアートセンター 36クイズ係 または 36キッズイラスト係 
【締切】2019年 3月29日（金）必着

応募締切：3/29㊎応募締切：3/29㊎

応募締切：3/29㊎応募締切：3/29㊎

◎上のクイズの答え、郵便番号、住所、電話番号、年齢、氏名をハガキに
明記の上、ご応募ください。

◎本紙や当館事業に関するご感想・ご意見もぜひお聞かせください。
※いただいたご意見は文字数調整の上、本紙に掲載させていただく場合が
ございます。掲載時にペンネーム希望の方は、P.N.と書いて併記ください。
正解者の中から抽選で10名様に「金魚絵師 深堀隆介展」の招待券をプレゼント。

Q
金魚の持つ神秘性に魅了され、創作を続ける深堀 隆介（1973年名古屋市生まれ、横浜市在住）。
深堀は透明樹脂にアクリル絵具で金魚を描くという独自の斬新な手法-2.5D Painting-で注目を
集める、若手の現代美術家です。
本展では初期の立体作品から新作インスタレーション『平成しんちう屋』を含む代表作、約200点
を展示。絵画でありながら立体的な躍動感と不思議な美しさを湛えた、深堀作品の世界を
お楽しみください。

絵なのに、まるでそこで生きて泳ぎ回っているような深堀隆介さんの金魚たち…。そこに水はないのに水を感じさ
せる不思議な作品です。「この作品どうなってるの？」「こんな作品はじめて！」…日本だけでなく、ニューヨークなど海外でも
たくさんの人々を驚かせ感動をあたえた深堀ワールドが、ついに宮崎にやってきます♪ （学芸課・池部）

金魚の間
魚金酒 命名

夕舟
ゆうしゅう

あわはな

淡花

＊前売り券は 2 月 1日より各種プレイガイドにて発売！

第23回

NHKハート展
Art Box

アートボックス #01

2/ 23 ㊏～3/17㊐
入場無料2展同時開催

詳しくは
中面をチェック！

かみざらをつかってゆらゆら～おひなさまをつくろう！

紙皿で手作りのおひなさまとお内裏さまを作って、
お家に飾って子どもの健やかな成長を願いましょう！

2/23㊏ ～ 3/3㊐
対象：子どもと保護者（1人2つずつ）

10:00～16:00

※材料がなくなり
　次第終了

育ひろば
11月23日（金・祝）『おやこ森の探検隊2018』を
開催しました！耳川広域森林組合が管理する山で、
実際にヒノキの木が倒れる様子（伐倒）を見たり、
林業の現場で活躍する高性能林業機械（プロセッ
サ）に乗車したり、参加者はめて経験する林業の
お仕事に興奮していました(^^)昼食には、取り立て
の椎茸を食べ、食後は木育講座で山の働きなどに
ついて学んだあと、自分でつくったプランターに
スギの苗を入れ、持ち帰りました。来年はどんな
イベントができるかな？お楽しみに！

＊都合により日程や内容の変更がある場合がございます。詳細は各主催者にお問い合わせください。

＊

＊



「ＮＨＫハート展」は、詩とアートを組み合わせた展覧会です。障害のある人がつづ
った詩に込められた思いを、各界の著名人やアーティストが「ハート」をモチーフに
アート作品で表現しています。23回目となる今回は、全国から4,084編の詩が寄せ
られました。その中から選ばれた50編の詩に、俳優の青木崇高さん、漫画家の高橋
陽一さん、料理研究家の土井善晴さん、落語家の柳家花緑さんなどの各界の著名
人やアーティスト50人から、心温まるアート作品をお寄せいただきました。

著者は、“わたし”らしく…シュタイナー教育を取り入れた自然育児で、4人の
子育てを頑張っています。自然療法やマクロビオテックに興味を持ち、都会を
離れ、里山の自然の中で子育てを楽しんでいます。まさに本のタイトルそのもの
の生活で、自分を見つめる時間の大切さを語っています。『わたし』を見つめる
時間として、ヨガを勧めており、基本のポーズを写真入りで解説。皆さんもこの
本を参考に、いちばん大切なものを優先しながら子どもと成長するような
スケジュールをたてて、子育てを楽しんでみませんか!?(ひろこ)

この本は、四季のイベントや雑貨に使える消しゴムはんこが楽しめる絵本の
ような作品集です。巻末には詳しい作り方やインクのカラーチャートも載って
いるので、自分で作る際の参考にすることもできます。手紙や雑貨にひと
押しするだけで、いつも使っているものを特別なものへと変えてくれます。
眺めるだけでもワクワクさせてくれるこの本で、優しくほのぼのとした消しゴ
ムはんこを楽しんでみませんか？(えりこ)

５０編の詩が、５０のアートと出会い、

 新たなアートの世界を繰り広げる。

５０編の詩が、５０のアートと出会い、

 新たなアートの世界を繰り広げる。

多種多様なジャンル・表現方法によるアートを通じ、

出会い、交流・支援を目的とした個展形式の展覧会。

多種多様なジャンル・表現方法によるアートを通じ、

出会い、交流・支援を目的とした個展形式の展覧会。

伝統にとらわれる事なく『文字』
＝『生』とし、躍動感あふれる文字
本来の姿に迫る作風を展開。
パフォーマンスでは、ライブ感や
躍動感を感じやすい
よう生音を使用。
国外を中心に活動
している。

アーティストの兄の影響を受け
ながら育つ。昔から表現するこ
とが好きで、いつの間にか立体
作品を作るように。制作はほと
んどを感覚に頼って、フリー
ハンド。幼少の頃
に友達に教えても
らった編み物も制
作に活かしている。 カラフルな布を材料に、かわいいオリジナル

モビールをつくってみましょう。

あわいやは、障がいのある方が、
書や絵画、和紙作り、ダンス、
音楽など様々な表現を行う場で、
自己実現と地域社会との交流を
目指し、過程をしっかり感じ、違
いを認め合える
きっかけづくりを
目的に活動してい
る。

パフォーマンス

ライブドローイング

ワークショップ

ライブペインティング

幼い頃から絵を描きつづけ、
2014年の初個展を機に、イラス
トレーターとして本格始動。商業
イラストからアート関連まで幅広
いジャンルで活動
中。埼玉県出身。
現在は宮崎市を拠
点に活動中。

本展は、アートを通じた出会いと交流、そして制作活動の支援を目的に、制作・発表を続けるアーティストや、
アートを積極的に生活の中に取り入れて活動している人・団体に焦点をあて、個展形式で紹介する展覧会
です。宮崎県在住・出身者を対象に、美帆、トンガリチーハ、あわいや、池田和宏の４つの展示を同時開催
いたします。多種多様な方法や表現によって生み出されるアート作品に、ジャンルを問わず幅広く触れて
いただく企画展です。

2/23㊏～3/17㊐
４F 5F10:00～18:00 ※火曜日休館

入場無料

ア ー ト ボ ッ ク ス

2展同時開催

【第一部】  音楽とアートのコラボパフォーマンス！ チェロと書道の共演をお楽しみください。
【第二部】  濱田祐太郎氏をお迎えしてトークステージをお届け！
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